
スコア

867 ★決勝戦進出！

861 ★決勝戦進出！

847 ★決勝戦進出！

847 ★決勝戦進出！

844 ★決勝戦進出！

836 ★決勝戦進出！

833 ★決勝戦進出！

830 ★決勝戦進出！

826 ★決勝戦進出！

821 ★決勝戦進出！

820 ★決勝戦進出！

818 ★決勝戦進出！

807 ★決勝戦進出！

804 ★決勝戦進出！

804 ★決勝戦進出！

799 ★決勝戦進出！

797 ★決勝戦進出！

795 ★決勝戦進出！

790 ★決勝戦進出！

786 ★決勝戦進出！

784 ★決勝戦進出！

第20位 スイアレ班 中川1号線店

第21位 北海道オールスターズ 札幌すすきの店

第18位 影の秀平大王 ららぽーと湘南平塚店

第19位 廣島ック楽部～in芽郁ちゃん～ 福山店

第16位 あ 市原店

第17位 魂のばる社長 川崎大師店

第14位 九州大学代表 福岡天神店

第15位 青いヒラキング課長 広島店

第12位 初代ゆ城主 新潟店

第13位 嘆きのりくおーくん さいたま・栗橋店

第10位 万能のかつ@クロブリ二世 高津店

第11位 お子ズ アリオ柏店

第8位 炎のりく課長 旭川店

第9位 黄昏の岩男組〆隊長軍 城東放出店

第6位 初代楓社長 金沢店

第7位 あゆう6 市原店

第4位 特攻のゆーさく魔王 横浜戸塚店

第5位 明日のハルキ店長 アリオ柏店

第2位 本日のヒロシ王 川崎大師店

第3位 プロスピ大好き 町田店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 海人現役復帰 伊丹店

月間全国大会選抜戦結果



783 ★決勝戦進出！

773 ★決勝戦進出！

773 ★決勝戦進出！
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第60位 乱れた2002029010組 高松店

第61位 天下のタナカ初段 半田店

第58位 愛のサムレス（笑）仙人 長野店

第59位 ネオみつかた先輩 鳴海店

第56位 踊るDaichi刑事 板橋店

第57位 魂のゆーあ軍 名古屋西春店

第54位 本日のきよ先輩 鳴海店

第55位 雷神りくと先輩 千種店

第52位 もも 豊橋店

第53位 ネオカーリーくん 東大阪店

第50位 花のKota屋 津・高茶屋店

第51位 真紅のりゅーき二世 千日前店

第48位 花のYuman主将 中川1号線店

第49位 進撃の五郎丸課長 守口店

第46位 優しき初心者番長 浜大津アーカス店

第47位 あめさんしか勝たん 池袋店

第44位 東洋のまんちゅ姫 姫路飾磨店

第45位 7番地鶏阪急梅田 梅田店

第42位 乱れたmol初段 ららぽーと湘南平塚店

第43位 魂のSK女王 半田店

第40位 悪魔のユウマ博士 京都伏見店

第41位 華麗なドヤヒロ社長一世 城東放出店

第38位 反逆のじん博士 前橋店

第39位 カビゴン 岸和田店

第36位 natty@kinniku 伊丹店

第37位 黒いさくかな校長 東大阪店

第34位 天上のけーすけ教授 岸和田店

第35位 スマブラ大学経済学部 旭川店

第32位 非公式技大ボウリング部 新潟店

第33位 うみょ～ん 枚方店

第30位 花の海晴魔女 名古屋西春店

第31位 戦慄のかねきょう部長 新潟店

第28位 頭脳のごうき狂 梅田店

第29位 ネオまさ軍師 岡山妹尾店

第26位 特攻のcoo女王 横浜綱島店

第27位 青い よんちゃん(女)城主 佐賀店

第24位 万能のくん刑事 福山店

第25位 影のわだたく係長 千日前店

第22位 乱れたペンギン降臨 堺中央環状店

第23位 天上のひえどん博士 モレラ岐阜店
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第102位 飢えたMasa王 小倉店

第103位 乱れたあぐ元師 草加店

第100位 ニンニク野菜チョモランマからめ 朝霞店

第101位 怒れるアース降臨 みえ川越IC店

第98位 雷神しゅうじ軍師 習志野店

第99位 鬼のてばてば二世 横浜綱島店

第96位 きむち 豊橋店

第97位 静かなゆういけだ軍師 町田店

第94位 天下のひかぽん元帥 堺駅前店

第95位 静かなりゅう覇王 青森店

第92位 繚乱@ぐっち 郡山店

第93位 本日のみるく降臨 姫路飾磨店

第90位 最強の主将 鹿児島宇宿店

第91位 月下のしょーへい隊長 津・高茶屋店

第88位 破壊のA王 ダイバーシティ東京 プラザ店

第89位 特攻のなるす部隊 入間店

第86位 明日のとっしゃん組 姫路飾磨店

第87位 影のやまたい師匠 八千代村上店

第84位 反逆のまなみ神 ららぽーと新三郷店

第85位 みおまお 守口店

第82位 飢えたぬまべ名人 仙台苦竹店

第83位 優しきれん一族 名古屋西春店

第80位 未来のまさ仙人 仙台苦竹店

第81位 戦慄のこうせい選手 京都伏見店

第78位 三代目しゅうや屋 三宮駅前店

第79位 はる さいたま・上里店

第76位 東洋のいっせい三世 堺駅前店

第77位 まこたゃんふぁいたー 枚方店

第74位 怒れるかちゃん二世 和歌山店

第75位 二代目櫻井優輝魔人 八千代村上店

第72位 鋼鉄のよしくら狂 金沢店

第73位 修羅のたいし星人 草加店

第70位 健全ボウラー町田 町田店

第71位 天上のきんちゃん星人 枚方店

第68位 反逆の倉岡遼師匠 大分店

第69位 三代目やまちゃん覇王 高津店

第66位 東洋のしゅうちゃぴ名人 鳴海店

第67位 沈黙のジーマ軍師 浜大津アーカス店

第64位 煌めくなおき隊長 小倉店

第65位 酒池肉林channei さいたま・鴻巣店

第62位 三代目しょーや主将 豊橋店

第63位 十津川のローター藤川たろう 堺中央環状店
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第144位 万能のむらこ降臨 大宮店

第145位 東洋のニシュウくん 京都河原町店

第142位 清潔ゲームズ 吉祥寺店

第143位 暴走テツ将軍 横浜戸塚店

第140位 Floyd 富士店

第141位 華麗なマリオ部長 加古川店

第138位 ずりん 鹿児島宇宿店

第139位 國學院久我山6 沖縄・宜野湾店

第136位 戦慄のみく仙人 高松店

第137位 初代そーたん星人 堺駅前店

第134位 勇者カニエ番長 吉祥寺店

第135位 踊るみっきー軍師 高槻店

第132位 炎のKioto降臨 福島店

第133位 愛のりんた刑事 富士店

第130位 ゆうきさん激ロー 熊本店

第131位 荒野のｆｈｊｉ魔王 大宮店

第128位 所沢BOYZボーリング調査 上尾店

第129位 白いひゆうさん 守口店

第126位 反逆のまな初段 岡山妹尾店

第127位 荒野のりょうまさん 豊中店

第124位 踊るあべ初段 札幌白石本通店

第125位 月下のくっすん商人 東大阪店

第122位 万能のひろとさん 堺中央環状店

第123位 静かなkazu竜王 岡山妹尾店

第120位 反逆のないき部長 札幌白石本通店

第121位 暴走ゆうすけ軍師 京都伏見店

第118位 戦慄のしゅうま魔女 南砂店

第119位 天上のゆうと一族 豊中店

第116位 つきまる 熊本店

第117位 真紅のkou軍師　 松山店

第114位 あんこ 秋田店

第115位 怒れるひゅうま職人 仙台苦竹店

第112位 魂のはるき博士 高津店

第113位 グレーパーカーズ。 豊中店

第110位 怒れる馬場海斗博士 朝霞店

第111位 三代目しゅうま魔王 大野城店

第108位 月下のよしとし三世 板橋店

第109位 勇者ryouya11先生 南砂店

第106位 進撃のあかっしー女王 宇都宮店

第107位 黒いライキ初段 大野城店

第104位 鋼鉄のゆずひこ大王 加古川店

第105位 三代目Sくん屋 佐賀店
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341第158位 月下のきら社長 JR尼崎店

第156位 東洋のショー店長 ららぽーと新三郷店

第157位 赤いしんたろう隊長 千種店

第154位 鬼のせいどん部長 吉祥寺店

第155位 影のてわんま将軍 高槻店

第152位 魂の海上保安庁姫 池袋店

第153位 ゆーとしか勝たん 函館店

第150位 初代すぐる番長 福島店

第151位 黄昏のかい商人 函館店

第148位 月下のA軍師 福岡天神店

第149位 混沌のおおぎみ一族 朝霞店

第146位 戦姫絶唱ゲンフォギア 浜松店

第147位 しゅーぺーです 武蔵村山店


